
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No.453 
発 行  

2023. ２. 1 

 

発行責任者 

出崎福男 

東京都勤労者スキー協議会 

〒114-0014 東京都北区田端1-24-22山柿ビル3Ｆ 03-5842-1932 

ホームページ：http://www.tokyoskikyo.org/   E-mail：tskikyo.koho@gmail.com 

ゆうちょ銀行口座： 00110－7－88004 （東京都勤労者スキー協議会）   

 00140－5－659281（東京スキー協スキーメイト係） 

 

目  次 

リレーエッセイ「雪紋」／多摩プレアデス クラブ行事より······························· ２頁 

パウダーフェス in 池の平／舞子ＳＬ練習会案内 ········································ ３頁 

春のテクニカルフェスタ案内／６クラブ合同乗鞍高原スキーバスツアー案内 ················· ４頁 

2023年 2月、3月山スキー教室案内／競技スキー委員会よりレース参戦のお誘い ············· ５頁 

会議の報告／２・３月のカレンダー ···················································· ６頁 

↑↑↑ 広報局のメールアドレスが変わりました  

全国スキー協山スキー部・パウダーフェス in 池の平 

mailto:tskikyo.koho@gmail.com


- 2 - 

 

 

 
地球温暖化 

急がれる対策の強化 

東京スキー協  理事長 出崎 福男 

 

この冬は、ラニーニャ現象の影響で寒い冬にな

るとの予想でしたが、11 月はなかなか気温が下が

りませんでした。12 月中旬になって、やっと本格

的な寒さがやってきました。気候変動－地球温暖

化が気になります。 

11月にCOP27－国連気候変動枠組み条約第 27回

締結国会議が、エジプトの東部シナイ半島のシャ

ルムエルシェイクで開催されました。会議では、

長年の懸案であった Loss＆Damage（損失と損害）

のための基金の創設などが採択されました。 

 この夏、パキスタンでは国土の３分の１が浸水す

る甚大な被害が発生しました。アフリカでは深刻

な干ばつ被害に見舞われています。温室効果ガス

の排出量が最も少ないにもかかわらず、最も大き

な被害を受けている気候変動の影響に脆弱な人々

の損失と損害に、国際社会が正面から立ち向かう

ことは正義の要請であり、不可避となっていまし

た。アフリカで開催された COP でその道が開かれ

たことは、歴史的成果です。 

その一方で、「実施のための COP」と名付けら

れた本会議において、COP26 グラスゴー会議で採

択された、排出削減対策の強化と実施の具体化

が期待されていましたが、グラスゴー気候合意

での 1.5℃目標を保持したものの、進展は乏しい

ものでした。 

COP27 でグラスゴー気候合意を超える合意に

至らなかったことは、化石燃料産業の最後の抵

抗によるものとみられます。COP27 では、新たな

課題として「みせかけの排出削減」（グリーンウ

オッシュ）による化石燃料の延命策を見抜き、許

さないことが浮上しました。日本における化石

燃料由来のアンモニア混焼による「火力の脱炭

素化」や CCS（二酸化炭素回収・貯留）の推進は

その典型であり、石炭火力発電の延命策にほか

なりません。日本は、こうした姿勢からまたも国

際 NGO から「化石賞」を受けました。 ただちに

石炭火力を維持する政策を見直し、1.5℃目標と

整合する2030年目標と対策の強化を急がねばな

りません。

 

「クリスマス寒波の雪と強風の中で初滑り」  多摩プレアデス クラブ行事より 

12 月 24～27 日にかけて、新潟県湯沢町かぐらスキー場・田代ゲレンデでクラブ初滑り行事を実施した。交

通手段は上越新幹線を利用。毎年のこの時期に開催している。今回は、11 名（女性６名、男性５名）が参加。

天候はクリスマス寒波の襲来で、最悪のコンディションであった。初日は、強風のため、かぐらも田代もスキー

場に上がるロープウェイ―が止まり、滑走可能な苗場ゲレンデのごく一部のみ、２日目はかぐらゲレンデ、３

日～４日目は田代ゲレンデと移動の日々であった。 

それでも、夕食後の交流会で、二晩にわたり「ユーチューブ野瀬ビデオ」を観て、今シーズンのテーマであ

る「谷回りターン」について、理解を深め、ゲレンデで実践することができた。最初の頃は、谷回りと山回り、

角付けと苛重など言葉の理解が難しく、頭の中でグルグルしていた

皆さんも、最後の日の講習で理解と実践が深められたとのことで、

一安心。シーズン最初の行事で、参加者の大半が 70 代ですからい

つもケガのないように、を一番の目標に、その中で様々なゲレンデ

で楽しめるように工夫をしながらの運営。今回も幸い積雪があった

ので、新雪や深雪のコースで難儀をしながらも滑る楽しさを味わっ

てもらえたのはよかった。 プレアデススキークラブ 北山光治  
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全国スキー協山スキー部主催 

2023/1/7 – 9   

全国スキー協山スキー部主催の「パウダーフェス in池

の平」が、１月７日から９日、妙高池の平で開催されま

した。総勢７０名、北は岩手、西は神戸から、82 歳から

７歳まで、東京ブロックからはこなゆき５名、雪けむり

３名、スノーモンスター２名、エーデルヴァイス３名、

豊島スキークラブ１名の参加で活況を制しました。 

初日はピーカンの晴天下、吉田部長の開会宣言後６コースに分かれ、各講師の指導の下滑りました。2

日目は夜からの乾雪が続き、サイドカントリーや山にも 20センチ程積もり、パウダーをエンジョイでき

ました。しかし積雪は少なく地球温暖化をひしひしと感じる契機にもなりました。前山に入った 20 余名

も深い藪に翻弄されたようです。 

「ペットボトルを山に持ち込まない」行動や

ＰＯＷ(Protect Our Winters)と協調して地球

温暖化に対応する運動、など山スキー仲間のひ

たむきさを確認できたことも有意義でした。最

終日３日目の晴天下、トレインで集団滑走でき

たのもよい想い出になったのではないでしょう

か。 

大きな怪我や事故や病気の発生がなかったこ

とに事務局としては安堵しています。９日、ま

たの再会を約束してメンバーはそれぞれの帰路

につきました。（事務局 山川章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ビーコンチェックを受け前山

７０名の大トレイン 
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クラブ合同乗鞍高原スキーバスツアー 
主催：三多摩 6 スキークラブ実行委員会 

（モルゲンローテ、多摩プレアデス、日野風花、雪舞、  

町田シャスネージュ、すとっくいらず） 

◆日 時：2023 年 2 月 24 日(金)夜出発～26 日(日)夜帰着 

◆募集定員：４０名（大型バス 1 台） 

◆宿 泊：四季彩の宿「やまぶき」 

Mt.乗鞍スキー場の目の前に立地する絶好ロケーションの温泉旅館です。  

〒390-1513 長野県松本市安曇 4297－10  ℡:0263－93－2518  

◆参加費：大 人 33,000 円(中学生以上） 小学生（スキー経験あり）25,000 円  

◆バスの出発時刻と場所（2 月 24 日）15 分前には集合を。    

①午後 7 時 30 分：多摩センター（京王プラザホテル前） 

②午後 8 時：京王八王子駅（ファミマ前） 

◆申し込み方法  締め切り：２月５日（日） 

・右の QR コードを読み込んで申し込みます。 

・読み取り環境がない人は、小柳 090-5551-9329 

に電話で依頼します。 

・申し込み後、確定の連絡があるまで参加費の振

り込みはお待ち下さい。 
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競技スキー委員会では、３つの大会にエントリーします 

一緒に参戦しませんか！！ 

① 第 16回野沢温泉はとぐるまカップ DER WEISSE RAUSCH大会（デア ヴァイセ ラウシュ） 

長坂ゴンドラ山頂からいっきに８kmを滑り下りる超ユニークな大会です 

２０２３年３月１８日（土） 夕方５時、パトロールがコースの安全を確認後一斉にスタート 

② 第 36回はとぐるまカップ ジャイアントスラローム大会（カンダハ―コース） 

ポールを滑り速さを競うレースを気軽に体験、誰もが参加できるスキー大会 

２０２３年３月１９日（日） ９時半インスペクション開始 

※①、②お問合せ：野沢温泉観光協会 TEL：0269-85-3155 

要項は 2 月上旬に野沢温泉観光協会の HP にアップされますが、例年、野沢温泉に宿泊することが

参加条件になっています。競技スキー委員会では「ヴィラ・サウスふじ」を確保しています。 

③ 第 49回東京スキーマスターズ競技大会（みつまた・かぐらスキー場 みつまた第２高速リフト脇） 

２０２３年４月８日（土）…大回転 

２０２３年４月９日（日）…回転 

要項・申込； https://ski-life.jp/tsm/49th-competition 

宿泊は苗場に確保しています。 

いずれも各自で要項を確認後、大会に申し込みをお願いします 

問合わせ、宿の申し込みは担当・聞間まで：090-2231-4135 kikiaki0123@icloud.com  

山スキー委員会 (tokyoskikyo.org)

（期日）2月 11日（土）10時から 12日（日）15時

（現地集合・現地解散） 

（場所）福島県／安達太良山・あだたら高原スキー辺 

（宿泊先）ペンションシャンカー 0243-24-2951 

964-0074二本松市岳温泉 3-37-3 

（参加費）23,000円（宿泊１泊２食、保険料、事務

費等）東京スキー協会員には、割引があります。 

交通費、リフト代などは別途必要になります。 

（打合会）2 月 1 日（水）19～21 時 新宿西口ルノ

アール（エステックビル店）03-3348-1470 

（期日）3月 11日（土）から 12日（日） 

（集合宿舎８時・解散同 15時） 

（場所）長野・乗鞍高原、位ヶ原、スキー場周辺 

（宿泊先）美鈴荘（乗鞍高原温泉） 026-393-2330 

390-1512 長野県松本市安曇 4085-49 

（参加費）20,000円（宿泊１泊２食、保険料、事務

費等）東京スキー協会員には、割引があります。 

交通費、リフト代などは別途必要になります。 

（打合会）3 月 2 日（木）19～21 時 新宿西口ルノ

アール（エステックビル店）03-3348-1470

【参加を考えている方に】 ·········································································································  

装備 山スキー用具一式（ブーツ、スキー、ストック、シール、クトー、ヘルメット、雪崩ビーコン）、ワ

ックス、ザック、雨具上下、防寒着、着替、テルモス、懐中電灯、日焼止クリーム、行動食、地図（1/2.5

万図）、ビーコン必携(有料貸与あり【1千円】。要連絡)  

申込み・問合せ先 

東京都勤労者スキー協議会（東京スキー協）山スキー委員会 

114-0014 東京都北区田端 1-24-22山柿ビル３階）（Tel 03-5842-1931,Fax 03-5834-8723） 

E-mail：info@tokyoskikyo.org 

２０２3年２月、３月 山スキー教室 

山スキー委員会 

 

https://ski-life.jp/tsm/49th-competition
mailto:kikiaki0123@icloud.com
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Zoom によるオンライン会議 出席 9 名/11 名 

報告・討議事項  

１．2 月通信の内容について 

２．第 47 回東京競技大会について 

・参加申込状況：1 月 6 日 3 クラブ現在 5 名 

・前日練習会について、当日受付は行わないこと

を確認した。 

３．第 49 回全国スキー・スノーボード競技大会に

ついて 

・東京の参加申込状況：1 月 11 日現在なし 

・東京の常任理事等への要員要請状況について確

認した。 

・東京の宿泊：シティオス地蔵を 20 名で予約し  

 た 

４．2 月常任理事会について 

・主な議題 

 １)第 4 回理事会（3 月 23 日）について 

  ２)その他 

５．その他 

３月のテクニカルフェスタ申込みなし、参加に向

けて協力を。 

 

  志賀高原・横手山スキー場から笠ヶ岳・熊の湯 

  スキー場を望む  2023.1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           渋峠スキー場を滑る 遠く上州の山並み  

                           が見える  2023.1.12 

 

 

２・３月のカレンダー 

編集後記 エビノシッポ  

今シーズン、降るのは遅かったが降雪に恵まれた（雪不足のスキー場もあるようですが…）。本来ならスキー三昧

のハズがコロナに罹患し、回復後もいろいろあってやっと１日目…行ってみるとバス、レストラン、自販機ことご

とく値上げラッシュ…、これまでのように雪上に立てないだろう（涙）（芦村） 

２月 行 事 名 ３月 行 事 名 

3(金) 東京スキー競技大会前日練習 4-5(土日) 春のテクニカルフェスタ 

4-5(土日) 東京スキー競技大会 〃  指導員研修会（基礎） 

11-12(土日) 安達太良山山スキー教室 〃  ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ FN・ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ指導員検定会 

〃      スノーボードクリニック 11-12(土日) 乗鞍岳山スキー教 

14(火) 広報局会議 12(日) 関越 B 初・中級・上級指導員検定会 

18-19(土日) ＳＬ練習会 14(火) 広報局会議 

25-26(土日) 全国スキー競技大会 18-19(土日) STC＆デモ選 

27(火) 通信発送/総務局会議 23(木) 理事会④ 

  25-26(土日) 東京技術部シーズンファイナルキャンプ 

  28(火) 通信発送/総務局会議 

会 議 の 報 告 

第 55 期 第 7 回常任理事会  2023.1.11（水） 


